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要 旨 

厚さの薄いメタノール溶液膜から産業に資する結晶膜および新規な特性を有する結晶膜の創製

とともに、その生成過程や構造・状態の解明を目指している。マレイミドメタノール溶液薄膜から

マクロに均一な白色で、ミクロに特徴的な様々なパターンを有するマレイミド結晶膜を生成させる

ことができた。マレイミド膜のマクロ・ミクロパターンは温度・湿度に依存した。温度 24℃以上、

湿度 50%以上でマクロに均一な白色膜が頻出した。温度 24℃以下、湿度 50%以下の条件ではまばら

膜が頻出した。特に溶液膜の厚さ、溶媒の蒸発速度が大きく影響すると推測した。マクロ・ミクロ

パターンを 3D グラフ化することで条件ごとの特徴を明確にすることができた。“内部 N2法”、およ

びそれに超音波振動や“8 の字風乾法”を併用する新規な手法を開発し、パターンの多様化が実現

できた。マレイミドメタノール溶液を密閉セル中で気化させ、基板上で結晶が成長するまでの過程

を ATR-IR法で調べた。マレイミドメタノール溶液は、気化させると基板上でまず溶液状態となり、

その後結晶状態へ変化した。溶液は飽和状態から過飽和状態となり、そして結晶が生成する様子が

測定された。マレイミド 1分子に対してメタノール 1分子になったとき、大域的に一挙に結晶化が

起こる様子が捉えられた。 

 

1. 緒 言 

結晶生成・成長は技術的には薄膜産業や単結晶産業で根幹をなし、それぞれで様々な手法が用い

られ、手法ごとに改善や過程の解明等が続けられている。一方、理論的には“部分平衡”の枠組で

平衡熱力学を用いて展開され、シミュレーション等が行われているが、本質的に非線形・非平衡現

象であり、その理解および制御は十分でない。これには非平衡統計熱力学が未完成であるという現

状が根底にある。そこで、我々は均一な構造・状態の結晶膜の作製、新規な構造・状態の膜の創製、

そして非線形・非平衡統計熱力学の確立への貢献を目標に研究を行っている。現在、溶液薄膜を利

用する方法、混合気体を利用する方法、および両手法を融合した手法を提案して研究を進めている。

マイクロメーター厚の薄膜溶液では、その薄さゆえに流体運動が表面・界面の影響を強く受け、パ

ターン変化に富む２次元結晶膜が析出する。これまで、垂直に設置した試験管内壁にメタノール溶

液薄膜が生成することに着目して実験を行ってきた。領域的に均一で、ミクロに様々なパターンの

膜が現れることが分かっている。一方、溶質と溶媒とを気化させた混合気体からは、基板から垂直

方向に３次元的な結晶が成長することが期待される。現在、3 次元的な構造化結晶膜を得るための

基礎研究として、マレイミドメタノール溶液をモデル系として、密閉セル内の混合気体から基板上

に結晶が生成・成長するまでの過程、および基板上に展開される析出パターンの視点から結晶構造

について調べている。これまで、ATR-IR 法により、基板上にまず溶液膜が生成し、過飽和状態を

経由して結晶が生成する様子が測定されている。 



両手法を融合して、溶液薄膜から新規な構造を有する２次元結晶膜を基板上に創製し、それを鋳

型として、 溶媒と溶質との混合気体中で更に３次元的に結晶成長させ、その構造や過程を分析し、

科学的新規性の発見、非平衡熱力学確立への貢献、工業的応用を目指す。すなわち、新規なパター

ン化２次元結晶膜および構造化３次元結晶を創製し、パターン・構造、生成・成長機構を明らかに

する。電気的、光学的、化学的特性を評価し、有機 EL、有機半導体、光化学反応、センサー、触

媒等への応用を目指す。  

本申請では薄膜溶液系と混合気体系それぞれについて進展させることを目標とする。薄膜溶液系

では、温度・湿度条件に依存して膜生成・構造がどのように変化するかを調べ、条件ごとにマクロ・

ミクロな視点で分類し、さらに新規な膜作成法の開発を試みた。また、マレイミド以外の他の物質

を用いて膜作成を試みた。混合気体系では、マレイミドメタノール溶液をモデル系として、密閉セ

ル内の混合気体から基板上に結晶が生成・成長するまでの過程、および基板上に展開される析出パ

ターンの視点から結晶構造について、ATR-IR 法による分光分析と写真観察により定量的に調査し

た。 

 

2. 実 験 

 薄膜溶液系では、試験管をグローグボックス内に設置し、パスツールピペットを用いて試験管に

試料（0.33 mol/l マレイミドメタノール溶液 10 ml、0.12 g ローダミン B メタノール溶液 50 ml）

を準備し、10 分間静置後、窒素ガスをグローブボックス内に 1 分間循環させた後、余分な試料を

試験管内部から取り出す。試験管をグローブボッ

クス内から取り出し、膜が析出するまで試験管を

ゆっくり 8 の字様に振って風乾させる（8 の字風

乾法）。また、試験管内部から N2ガスをフローし

て薄膜溶液を乾燥させる（内部 N2法）やそれをア

レンジした新手法も開発して適用した。 

 一方、混合気体系では、まず基板兼 ATR-IR ス

ペクトル測定用プリズムを装着した試料セルを準

備する。セル内に設置された加熱用ボート上にマ

レイミドあるいはマレイミドメタノール溶液を用

意する。ボートに電力を印加して加熱し、マレイ

ミドメタノール溶液をセル内で気化させる。マレイミドメタノール溶液はプリズム基板上に凝縮し、

時間と共に溶媒が蒸発してマレイミド結晶が析出する。その過程を ATR-IR 法で分析する。 

 

3. 結果と考察 

3-1 薄膜溶液からのマレイミド膜の作成 

薄膜溶液系について本申請ではまず、マクロに

均一な結晶膜が再現性良く生成・成長する乾燥法、

温度・湿度などを調査した。条件ごとに得られた

膜の構造（マクロな均一性、ミクロなパターン）

をマクロ・ミクロレベルで整理・分類した。 

 溶液から結晶を析出させる際、その乾燥法は膜

の構造に大きく影響する。まず、8 の字を描くよう

に風乾させる手法（8 の字風乾法）で溶液から結晶

Fig.2 温度 29℃～26℃、湿度 74%～68%で 

 頻出する代表的なマクロ・ミクロパターン 

Fig.1 温度 25℃～20℃、湿度 45%～35%で 

 頻出する代表的なマクロ・ミクロパターン 



を析出させた。実験条件として温度・湿度を変えて行

ったところ、温度・湿度および試験管の位置に依存し

て様々な結晶析出パターンが観測された。 

温度 25℃～20℃、湿度 45%～35%の条件（Fig. 1）

では、マクロにはすべての条件でまばら膜の頻出度が

非常に高く、ところどころに均一白色膜が生成した。

ミクロには、まばら膜領域には“粒”が頻出し、均一

白色膜領域には“無構造“が現れた。 

温度 29℃～26℃、湿度 74%～68%の条件（Fig. 2）

では、マクロには均一白色膜の頻出度が高く、ミクロには、試験管上部に“無構造”、“同心円”、“波”、

“放射”、中部に“はしご”、“唐草”、下部に“翼”、

“石器”が頻出した。 

温度 26℃～22℃、湿度 56%～45%の条件

（Fig. 3）では、マクロにはまばら膜の頻出度

が高かった。この条件中、低温・低湿側ではま

ばら膜が頻出し、高温・高湿側では均一白色膜

が頻出した。ミクロには、試験管上部に“無構

造”、“同心円”、“蝶”、“波”、“放射”、中部に

“無構造”、“同心円”、“放射”、“粒”、下部に

“無構造”が頻出した。また、上部には“同心円”と

“蝶”の複合パターンも出現した。ただし、(温度、湿

度)が(24℃、50%)、(24℃、56%)、(25℃、52%)とい

う一部の条件ではマクロに均一白色膜の頻出度が高

くなった。 

高温・高湿では蒸発速度が遅く(溶液膜が高くまで上

昇)、液膜が厚くなり、そのため均一白色膜が頻出した

と考えられる。低温・低湿では蒸発速度が速く(溶液膜

の上昇が低く)、液膜が薄くなり、そのためまばら膜が

頻出すると考えられる。マクロパターンの 3D グラフ

（Fig. 4, 5）から、高温・高湿側ほど均一白色膜（青

色）が増加していることが分かる。ミクロパターンの

3D グラフ（Fig. 5）から、高温・高湿側は“無構造”

（赤色）、“たて直線”（青色）、“唐草”（茶色）が多く、

低温・低湿側は“塊”（紫色）が非常に多い。また中

間は“同心円”（水色）、“放射”（黄色）、“蝶”（黄緑色）が多いことが分

かる。 

 

3-2 薄膜溶液から新規なパターン膜の作成法の開発 

新規なパターン膜を得るため、N2ガスを試験管内部に導入する手法を

開発した（内部 N2法）。温度 24℃以上、湿度 48%以上の条件ではマクロ

に均一白色膜が得られ、ミクロに“無構造”、“同心円”という単調なパタ

ーンが得られた(Fig. 6)。温度 24℃未満、湿度 48%未満ではまばら膜が生 Fig.6 内部 N2法 

Fig.4 温度－湿度上での析出膜の様子 

Fig.5 温度―湿度上でのマクロ（上）

ミクロ（下）パターンの頻度グラフ 

Fig.3 温度 26℃～22℃、湿度 56%～45%で 

  頻出する代表的なマクロ・ミクロパターン 



成した。これはマレイミドが速く昇華してしまうためと考察した。

内部 N2法はマクロに均一な膜を生成するのには有効なことが分か

った。 

ミクロに多様なパターンを実現するために、内部 N2法に工夫を

加えた。まずシンプルに、内部 N2法と超音波振動を併用した(Fig.7)。

マクロに均一白色膜で、ミクロに“無構造”、“同心円”さらに“蝶”

が出現した。超音波振動を併用することで“無構造”、“同心円”に

加えて、異種のパターンを併せて出現させることに成功した。 

次に、内部 N2法を多少アレンジして、更に 8 の字風乾法を併用した。試験管上部のみを N2フロ

ー出来る治具 2 種類（A、B）を開発し（Fig. 8）、それをパスツールに装着して約 3 秒間フロー後、

2～3 分 8 の字風乾した。治具 A では試験管上部には“無構造”の均一白色膜が生成したものの、

下部にはまばら膜が現れた。治具 B では、全体が“無構造”、“同心円”の均一白色膜や、試験管上

部に内部 N2法に特徴的な“無構造”の均一白色膜、中部から下部にかけて 8 の字風乾法に特徴的

な“はしご”、“唐草”を有する均一白色膜が生成した(Fig.9)。現在は未だ再現性に乏しいものの、

治具Bを利用してN2フローや風乾の時間をうまく組み合わせ

ると、上部に“無構造”で均一白色膜、中部以下にパターンを

有する均一白色膜を生成できる可能性がある。 

 

3-3 薄膜溶液からローダミン B を用いた膜作成 

開発した手法が他の物質にも同様に使えるか調べた。ロー

ダミン B は色素であるため、液膜が上昇している様子を肉眼

で観察することができる。長時間放置する乾燥法や 8 の字風

乾法ではまばら膜が得られた。内部 N2法では非常に均一な膜

が生成した(Fig.10)。実験を行った(温度・湿度)が（20℃～29℃、

35%～75%）の条件ではマクロに均一で、ミクロに“無構造”

の膜を再現性良く生成した。これは、マレイミドでは内部 N2

法を用いても低温・低湿ではまばら膜になった結果と対照的

だった。内部 N2法と超音波振動を併用すると、マレイミドで

はミクロに“蝶”が併せて出現したが、ローダミン B では他のパターンは

出現せず、“無構造”で非常に均一な膜のみが生成した。 

物質が異なると析出膜の様子も異なることが分かった。 

 

3-4 混合気体系での結晶構造、生成・成長機構の ATR-IR 法による調査 

マレイミドメタノール溶液をモデル系として、密閉セル内の溶質溶媒混合

気体から基板上に結晶が生成・成長するまでの過程、および基板上に展開さ

れる析出パターンの視点から結晶構造について、ATR-IR 法による分光分析

と写真観察により定量的に調査した。 

マレイミドメタノール溶液の ATR- IRスペクトルの特徴として、NHバンドは観測されず、約 1353、約

1152 cm
-1にバンド（それぞれ c1、d1 とラベル）が観測された。マレイミド結晶の ATR- IRスペクトルの特徴と

して、c1、d1バンドに加えて約 3182（-NH）、約 1337（c2）、約 1138 cm
-1（d2）にバンドが観測された。 

Fig.7 超音波振動を併用 

Fig.10 ローダミン B 

Fig.9 8 の字風乾法を併用 

Fig.8 治具 A（左）、治具 B（右） 



マレイミドメタノール飽和溶液 40 μlをセル中で気化させ、プリズム基板上で結晶が成長するまでの過程を

ATR- IR法で調べた（Fig.11）。メタノールの気化（νC-Oバンド減少）に伴い、約 1700、約 1345、約 1145、約

935、約 832、約 704、約 677 cm
-1のマレイミド由来のバンド（それぞれ b~h）は、その強度や波数位置が変化

した。また、NH伸縮振動バンドは初期には観られず、後期になって現れた（Fig.11）。更に OHバンド領域は

溶液よりもブロードであ

り、初期には 4本

（OH1~OH4）が確認さ

れ、この内の1本（OH3）

を溶媒MeOH、3本をマ

レイミドとの相互作用

MeOHに帰属した。一

方、プリズム基板をガラ

ス基板に変えて一連の

過程を画像観察したとこ

ろ、初期に溶液膜が形

成され、その後白色の円板状

結晶が一挙に生成した。これより、マレイミドメタノール溶液は、気化した後

に溶液状態で基板上に凝縮し、その後しばらくして結晶状態へ変化すること

がわかった。結晶化するのは NHバンドが現れる 1500~2200 s と推測した。同

時間領域において、マレイミドの c1、d1バンドは急激に弱くなり、c2、d2バンドは急激に強くなった（Fig.12）。

このときATR-IRスペクトルに、c1-c2, d1-d2間で等吸

収点が観測された。一方、bバンドを除くマレイミド由

来の多くのバンドで、波数位置が 1500~2000 s前後

で急激に多少変化するのが観られた。このように、

1500 s以前にはほとんどのマレイミドバンドで強度や

波数位置が変化しないのに対して、メタノールのν

C-Oバンドでは強度が大きく減少していた（Fig.12）。

これは結晶化前の 0~1500 sでメタノールが脱離する

にもかかわらず、マレイミドはほぼ同じ化学状態にあ

ることを示している。しかも、飽和溶液を気化・凝縮さ

せているので、マレイミドは基板上のメタノール中で過飽和状態にある。溶媒MeOHに基づく OHバンド

（OH3）は、約 1500 sまで次第に減少し、相互作用MeOHに基づく OHバンド（OH1, 2, 4）は約 1500 sから

急激に減少した（Fig.11）。これより、溶媒MeOHが先に気化し、その後相互作用MeOHが気化し、それにと

もないマレイミドが結晶化すると考察した。これより、マレイミドメタノール飽和溶液の準備量 40 μlの場

合、マレイミド 1 分子当たりメタノール 1 分子になったとき、結晶化が大域的に一挙に起こること

がわかった（Fig. 14）。 

メタノール溶媒共存下ではマレイミド結晶には特徴的な 3 次元的

成長は観られなかった。しかし空気環境下では基板表面上に 3 次元的

に成長する様子が見られた（Fig.15）。基板表面上に結晶パターンを生

成させ、それをベースにすれば特徴的な 3 次元結晶膜が得られるも

のと期待される。 

 

Fig. 11 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 14 



4. 結言 

マレイミド膜のマクロパターンには温度・湿度依存性があること

がわかった。温度 24℃以上、湿度 50%以上でマクロに均一な白色

膜が頻出した。温度 24℃以下、湿度 50%以下の条件ではまばら膜

が頻出した。ミクロにも頻出するパターンに温度・湿度依存性が観

られた。マクロ・ミクロパターンを 3D グラフ化することで条件ご

とにパターンの特徴を明確にすることができた。新規に開発した内

部 N2法を用いた膜作成では、低温・低湿以外の条件でマクロに均

一白色でミクロに“無構造”、“同心円”の膜が生成した。また、そ

れに超音波振動や 8 の字風乾法を併用することで、パターンを更に

アレンジすることができた。他の物質としてローダミン B を用いると、液膜が上昇する様子を観察

することが出来た。内部 N2 法を用いるとマクロに均一でミクロに無構造な膜を再現性よく生成し

た。内部 N2法は均一な膜を生成しやすく、薄膜産業への応用が期待される。 

マレイミドメタノール飽和溶液を気化して基板上に結晶膜が生成・成長する過程、および基板上

に展開される析出パターンの視点から結晶構造についてATR-IR法による分光分析と写真観察によ

り定量的に調査した。初期では溶液膜を形成しており、飽和状態から過飽和状態を経由して最終的

に結晶が生成・成長した。マレイミドメタノール飽和溶液の準備量 40 μlの場合では、マレイミド

1 分子当たりメタノール 1 分子になったとき、結晶化が大域的に一挙に起こることがわかった。空

気環境下にすることで、結晶を３次元的に成長させることに成功した。 

 

5. 展望 

薄膜溶液と混合気体を融合させ、薄膜溶液から形成させた２次元結晶膜を鋳型として混合気体中

で更に３次元成長させる条件を探り、生成した結晶の電気的・光学的特性を調べて応用性を評価す

る。溶質として、マレイミド（固相光化学反応）；エチレンジアミン、アントラセン（有機 EL）；

ペンタセン、ルブレン、ペリレン誘導体、フラーレン（有機半導体）；クラウンエーテル（センサ

ー）など；溶媒として、メタノール、アセトン、ヘキサンなどについて、上記の研究を展開する。 

 

 

  

 
Fig. 15 ３次元成長膜 
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Maleimide films, which were macroscopically homogenous-white and have microscopically various 

characteristic patterns, were formed by solvent evaporation of maleimide-methanol solution thin film. 

Macroscopic and microscopic patterns of the films were dependent on room temperature and humidity.  

Homogenous white films were frequently formed above both 24℃ and 50%, and under those conditions 

sparse films were frequently formed.  Frequency graphs of macroscopic and microscopic patterns each 

clearly showed tendencies of the film formation along the temperature and the humidity.  New methods for 

film formations were developed: “internal-N2 method” and that together with extra procedures such as 

supersonic vibration of the substrate and natural vaporization of the solvent.  These developed methods 

further realized various microscopic patterns.  ATR-IR spectroscopy was applied to researches of processes 

from gasification of maleimide-methanol solution in sample cell to crystallization on the substrate.  

Gasified Maleimide-methanol solution first condensed and followed by crystallization on the substrate 

through saturated solution.  The crystallization occurred instantly and widely over the substrate on 1 : 1 of 

maleimide : methanol molecules in the condensed solution on the substrate.      

 

    


