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	 	 ナノテクノロジーについての研究は近年著しく発

展してきているが，ナノ構造物を応用に繋げるために

は人間が制御できるマイクロメートルのオーダーの構

造物との連携を図らなければならない。本プロジェク

トは様々な方法でナノ構造物を構築し，応用に繋げて

いくためのインターフェイスを開発することを目的と

する。様々なナノ粒子やその配列体などが報告されて

いるが，そのままの形態では電子回路素子や生体適合

材料として利用できず応用に繋がってこなかった。そ

こでナノ構造物をハイドロキシアパタイト，ポリスチ

レンラテックス，擬弾性素材などで創った人工的な構

造物と組み合わせることで新しい機能素材を創成した

り，ナノ配列体に対して走査プローブ顕微鏡や電子顕

微鏡を用いてデータの読み書きができるようにしたり

たりすることを目的とする。プロジェクト全体を通じ

て有機物と無機物の融合を図り新しい構造体を創成す

ることを目的とする。今年度の個々のテーマによる成

果の一部を以下に示す。	 

	 1.	 磁性ナノ粒子による原子の運動操作	 

	 蛋白質により合成されたナノ粒子には超常磁性を示

すものがあり，これらを基板上に 2 次元的に配列する
ことにより，上空の磁場をナノスケールで変調するこ

とができる。速度の揃った原子線がこの空間に入射す

ると，周期的に並んだゼーマンポテンシャルによって

運動を変えるが，これは原子線を進行波とみなした場

合，回折格子を通過することに他ならない。ナノスケ

ールの周期構造によって，コヒーレンス長が比較的短

いドップラー冷却原子線においても波動性が発現する

可能性があり，新しい原子光学素子として興味深い。 
	 本年度は，ピラミッド型磁気光学トラップ（MOT）
を用いた低速原子線源を，新たに製作した超高真空チ

ャンバー内に内蔵し（図１），本格的な原子線回折実

験の準備を整えた。従来のガラスセル環境に比べて，

原子線検出領域の真空度が大幅に改善し，あわせて光

電子増倍管を導入することによって原子線の検出感度

が格段に向上した。 

一旦MOTを作動させて極低温Cs原子集団を捕獲した

のち，レーザー光によって一方向に加速してパルス原

子ビームを生成する。このときレーザー光の照射時間

を調整することにより，3.5～10	 m/sの速度の原子線が

得られることを確認した。これは，ドブロイ波長にす

ると0.86～0.30	 nmに対応する。原子ビーム温度は2.0	 

mK～6.8	 mK までに抑えることができ，熱的ドブロイ長

は3.3	 nm～2.0	 nmである。いずれの速度においても原

子ビームの回折実験に必要な条件(熱的ドブロイ長>ド

図１	 原子回折実験用真空チェンバー 



ブロイ長)は満たされる。	 

来年度は，真空チェンバー内に標的である磁性ナノ粒

子アレイ，原子計数システムを設置し，原子線散乱実

験を行う予定である。 

2.	 磁性体ナノ粒子の作製と精製	 

	 本研究では，内部に空洞のある蛋白質フェリチンを

用いて，その空洞中にナノ粒子を生成させることを試

みている。蛋白質は遺伝子を翻訳することで合成され，

その構造や大きさは均一である。したがって空洞中に

合成されたナノ粒子は大きさが制限され，従来の方法

で合成したナノ粒子に比べて大きさがそろった粒子が

得られる。また，外側には蛋白質の殻があるので凝集

しやすいナノ粒子でも安定に水中に分散させることが

できる。さらに蛋白質は遺伝子工学により特定の物質

に結合する部位を加えたり，電気的特性を変えたりす

ることができるので，様々な機能を持ったナノ粒子を

作ることが可能である。ここでは前述の原子線用の回

折格子を作製するためにフェリチンにフェライトのナ

ノ粒子を形成させ規則正しく配列させることを目指し

ている。嫌気的な条件（アルゴン雰囲気）において60℃

でフェリチンと硫酸アンモニウム鉄溶液を反応させる

とフェライトのナノ粒子を持つフェリチンを作製でき

る。粒子の大きさは 7nmに制限されているが，それよ

り小さなナノ粒子やナノ粒子を持たないフェリチンが

含まれることはさけられない。この生成物を精製する

ためにステンレスウールを充填したカラムにネオジム

磁石で磁場をかけた状態で反応液を通し，その後磁場

を切って流出した溶液を回収することにより磁性体の

ナノ粒子を含むフェリチンだけを分離することができ

た。反応直後（図 2 左）ではナノ粒子を含まないフェ

リチン（白い円）や小さな粒子を含むフェリチンが多

数見られるが，精製後（図 2 右）ではすべてのフェリ

チンがナノ粒子を含んでいることがわかる。 

3.	 アンモノサーマル法によるLaTaON2の低温合成	 

	 現在いくつかの遷移金属窒化物が可視光を吸収し光

触媒活性を持つことがわかっており，次世代のエネル

ギー源として期待されている。本研究では過去に報告

例のないアンモノサーマル法によるLaTaON2系光触媒の

低温合成を行った。LaTaON2については La2Ta2O7等を前

駆体としてとしてアンモニア気流中で焼成することに

より合成が行われ，その光触媒活性に関しても報告さ

れている。しかし実際に水分解光触媒活性を評価する

と，結晶中の窒素欠陥により非常に低い活性しか得ら

れないのが現状である。そこで十分に高い圧力をかけ

て窒化物のアンモニアに対する溶解度を上げることが

できれば，溶液成長の際に起こる溶解析出により，結

晶性の良好な窒化物を得ることが可能になると考えら

れる。本研究では100	 MP の圧力下で合成温度を500℃

~800℃と変化させ，金属合金を出発原料としてLaTaON2

をアンモノサーマル法により合成した。それぞれの合

成条件で得られた試料の X 線回折図形を図 3 に示す。

この結果から 600℃以上の温度では目的物質である

LaTaON2が合成できていることがわかる。 

  
図 2 磁性体ナノ粒子を含むフェリチンの透過電
子顕微鏡像 
（左：反応直後，右：精製後のフェリチン） 

 
 

図 3 異なる合成温度により生成された
LaTaON2のX線回折図形 



4.	 多孔質シリカを殻に持つ中空マイクロカプセル

の合成	 

	 ドラッグ・キャリアへの応用を目指し，単分散性の

高い多孔質シリカ中空マイクロカプセル(MSHC)が鋳型

法で得られることを示してきた。腫瘍への Enhanced	 

Permeability	 and	 Retention	 Effectが顕著に見られる

粒径(200nm 以下)に近づけるため，MSHC の中空構造の

鋳型となるポリスチレン(PS)粒子の粒径を 360nm より

小さくしてきた。しかし，PS 粒子の粒径を小さくする

と，MSHC の他に副産物（多孔質微粒子）も多く生成さ

れてしまう問題点があった。今回，副産物の量を 1/10

以上減少させる合成条件を突き止め，副産物がほぼな

い外径110nmのMSHCが得られた（図4a）。ドラッグ・

キャリアとして内包物の徐放性が重要であるため，殻

を形成するゾルゲル反応の条件を変えて，殻の厚さを

厚くすることを試みてきたが，それほど厚く出来なか

った。そこで，ゾルゲル反応を２回繰り返したところ，

殻の厚さを倍に厚くすることができた。図 4a の MSHC

が得られる条件でゾルゲル反応を２回繰り返すと，殻

厚が30nmから67nmに増加した（図4b）。 

5.	 スピン・パイエルス物質 CuGeO3における不純物誘

導磁性の研究	 

	 CuGeO3はCu原子からなる磁気鎖を持ち，TSP	 =	 14.2	 K

でスピン・パイエルス転移を示す。TSP以下ではCu原子

は二量体を形成し非磁性となるが，	 Cu原子の一部を非

磁性のMgで置換したりGe原子の一部をSiで置換する

と，スピン・パイエルス転移は消失し基底状態は反強

磁性となる。本研究では原子置換に伴う磁気秩序発現

の機構解明を目的として，CuGe1-xSixO3	 (x=0.012,	 0.020)

の反強磁性相における Cu 核四重極共鳴(NQR)測定を行

った。図5にCuGe0.980Si0.020O3のCu核NQRスペクトルを

示す。6	 K（常磁性相）における 63Cu,	 65Cu 核のスペク

トルはそれぞれ強度の異なる4つのピーク（M,	 S1,	 S2,	 

S3）からなり非対称であるが，1.3	 K（反強磁性相）で

は2つのピークを持つ対称的なものへと変化する。1.3	 

K のスペクトルは，反強磁性転移に伴いS1 に対応する

Cuサイトに0.035Tの内部磁場が発生し，	 S1が分裂し

たものとして理解できる。この内部磁場は 0.015	 µBの

磁気モーメントに相当し，Cu2+イオンが本来持つべき値

である 1	 µBに比べて 2 桁程度小さい。また，6	 K で最

も大きな強度を持っていたピーク M は 1.3	 K では検出

されておらず，測定範囲外に移動したか，緩和時間が

短く観測不可能になったものと考えられる。これらの

事実は，Si 置換により発生した磁気モーメントが不純

物原子から遠く離れた位置でより活性であることを示

している。 
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図4 MSHCの透過電子顕微鏡像 
とうう 

 
図5 CuGe0.98Si0.02O3のCu核NQRスペクトル 


