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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

い熱原子線においても波動性が発現する可能性があり、

してきているが、ナノ構造物を応用に繋げるためには

新しい原子光学素子として興味深い。

人間が制御できるマイクロメートルのオーダーの構造

	
  本年度は、昨年度までに作製したピラミッド型磁気

物との連携を図らなければならない。本プロジェクト

光学トラップ（MOT）を用いた低速原子線源のさらな

は様々な方法でナノ構造物を構築し、応用に繋げてい

る低温化を目指し、MOT により捕獲された Cs 原子集

くためのインターフェイスを開発することを目的とす

団 に 対 し て 偏 光 勾 配 冷 却 (Polarization Gradient

る。様々なナノ粒子やその配列体などが報告されてい

Cooling, PGC)を施した。偏光勾配冷却は光の定在波の

るが、そのままの形態では電子回路素子や生体適合材

偏光状態が空間的に変化するときに、その中を運動す

料として利用できず応用に繋がってこなかった。そこ

る原子に働く力を利用した冷却法であり、原子が縮退

でナノ構造物をハイドロキシアパタイト、ポリスチレ

した副準位を持つときに有効である。予備冷却として

ンラテックス、擬弾性素材などで創った人工的な構造

MOT を行った後、磁場を遮断しレーザー光の離調を大

物と組み合わせることで新しい機能素材を創成したり、

きくとることで PGC を行うことができ、典型的には原

ナノ配列体に対して走査プローブ顕微鏡や電子顕微鏡

子を数十 µK に冷却することができる。PGC を行った

を用いてデータの読み書きができるようにしたりたり

場合の原子雲の挙動を高速度カメラで撮影し、原子雲

することを目的とする。プロジェクト全体を通じて有

の広がり方から拡散係数を測定したところ、PGC を行

機物と無機物の融合を図り新しい構造体を創成するこ

った場合の拡散係数は行わない場合に比べて 4 分の 1

とを目的とする。今年度の個々のテーマによる成果の

程度になっており、原子集団の拡散が抑えられ冷却さ

一部を以下に示す。	
 

れていることが確認できた。

	
 1.	
 磁性ナノ粒子による原子の運動操作	
 

2.	
 磁性体ナノ粒子配列の作製	
 

	
  蛋白質により合成されたナノ粒子には超常磁性を示

	
  ここでは前述の原子線用の回折格子を作製するため

すものがあり、これらを基板上に 2 次元的に配列する

にフェリチンにフェライトのナノ粒子を形成させ規則

ことにより、上空の磁場をナノスケールで変調するこ

正しく配列させることを目指した。嫌気的な条件（ア

とができる。速度の揃った原子線がこの空間に入射す

ルゴン雰囲気）において 60℃でフェリチンと硫酸アン

ると、周期的に並んだゼーマンポテンシャルによって

モニウム鉄溶液を反応させるとフェライトのナノ粒子

運動を変えるが、これは原子線を進行波とみなした場

を持つフェリチンを作製できる。粒子の大きさは 7nm

合、回折格子を通過することに他ならない。ナノスケ

に制限されているが，それより小さなナノ粒子やナノ

ールの周期構造によって、コヒーレンス長が比較的短

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ビーズ

填されたことを直接観察した例が無い。そのため、単

を充填したカラムにネオジム磁石で磁場をかけた状態

に殻の細孔部に物質が吸着しただけで、中空部に物質

で反応液を通し，その後磁場を切って流出した溶液を

が充填されていない可能性があった。そこで、MSHC

回収することにより磁性体ナノ粒子を含むフェリチン

の中空部に物質を充填させる方法を開発した。色素分

をほぼ 100%分離することができた。このフェリチンに

子の充填前後の TEM 像を比較すると、中空部に物質が

ヘキシルアミンをフェリチン 1 分子に対して 400 分子

充填されていることが、TEM 画像でも分るほど密に物

混合し、シリコン基板上に塗布し 4℃で乾燥させること

質を充填させることに成功した（図 2）。	
 

によりよく整った六方細密構造が得られることがわか
った。これはヘキシルアミンがフェリチン分子の周囲
に結合することによりフェリチン同士に疎水相互作用
が生じ、六方細密構造をとりやすくなったためと考え
られる。大きさ約 1µm2 程度の配列が得られたが、まだ
ところどころ所々に格子欠陥が生じる。図 1 に配列の
一部を拡大した走査電子顕微鏡像を示す。

図 2. MSHC の TEM 像	
 
（左）色素充填前、（左）色素充填充填後	
 

4.	
 アンモノサーマル法による LaNbON 2 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
図 1.フェライトナノ粒子の 2 次元配列	
 

例のないアンモノサーマル法による LaNbON2 系光触
媒の低温合成を行った。一般的に LaNbON2 は常圧の
アンモニア気流下で合成されているので、高圧のアン

3.	
 多孔質シリカを殻に持つ中空マイクロカプセルの合

モニア条件下で合成を行うアンモノサーマル法によれ

成	
 

ば窒素欠陥の少ない窒化物が合成できるのではないか

	
  ドラッグ・キャリア用の、単分散性の高い多孔質シ

と考えられる。同時に、超臨界状態であっても十分に

リカ中空マイクロカプセル(MSHC)を鋳型法で作製し

高い圧力のもとで合成を行えば、より液体に近い密度

た。腫瘍への Enhanced Permeability and Retention

を持つことになり、窒化物の超臨界アンモニアへの溶

Effect が見られる粒径 200nm 以下の MSHC が作製可

解性も高くなると考えられる。窒化物のアンモニアに

能になり、殻厚も 30〜90nm で制御できようになった。

対する溶解度を上げることができれば、溶液成長の際

殻厚にかかわらず、殻には直径 2nm の細孔がある程度

に起こる溶解析出により、結晶性の良好な窒化物を得

規則的に配列していることも明らかにした。同様の

ることが可能になると考えられる。本研究では 100 MP

MSHC を用いて、物質の内包及びその放出挙動につい

の圧力下で合成温度を 800℃と変化させ、金属合金を出

て、種々の報告があるが、MSHC の中空部に物質が充

発原料として LaNbON2 をアンモノサーマル法により

合成を試みXRDにより目的物質であるLaNbON2 が合

用いて計測した。得られたセラミックスの圧縮強度は、

成できことを確認した。図 3 に 873 ℃で合成した

Pure HAp で 57±11 MPa、Bone HAp で 55±10 MPa

LaNbON2 の SEM 像を示す。それぞれの像からは得ら

であった。In vivo 実験では、いずれのセラミックス試

れた微粒子が結晶成長面を持つ単結晶様であることが

料片も炎症などの反応はなく 、セラミックスと新生骨

わかる。従前の固相法で得られた LaNbON2 からはそ

とが直接結合している様子が見られた。特に、4 週間埋

のような成長面が観測されないことから、今回用いた

入した Bone HAp セラミックスで材料周囲での旺盛な

アンモノサーマル法を用いることにより LaNbON2 の

骨形成が認められた。画像解析による骨接触率及び骨

結晶性が大きく改善されたと考えられる。

形成率の測定結果は、4 週間埋入 Bone HAp セラミッ
クスでは骨接触率および骨形成率いずれも Pure HAp
より約 1.5 倍も高い値を示した。
この結果は Bone HAp
セラミックスが早期の骨形成を促進させる有望な生体
硬組織代替材料であることを示している。
6.	
 低次元複合磁性体Cu2Fe2Ge4O13 におけるCu2+イオ
ンの磁気状態についての研究
	
  Cu2Fe2Ge4O13はCu2+イオン(S=1/2)からなる量子ス
ピン二量体と Fe2+イオン(S=5/2)からなる古典スピン鎖

図 3.	
 アンモノサーマル法で合成した LaNbON2 の
SEM 像

を内包する複合磁性体であり、TN=39 K で反強磁性状
態へと転移する。反強磁性相互作用を持つスピン二量
体の基底状態は本来非磁性であるが、Cu-Fe 間に働く
交換相互作用によりスピン偏極が誘起され、TN 以下で

5.	
 ナノ欠陥構造を含む骨ミネラル含有アパタイトセ

も磁性に寄与している。本研究では、Cu2+イオンの電

ラミックスの in vivo 評価	
 

子状態および反強磁性状態でのスピン配列に関する知

	
  本研究では、Bone HAp セラミックスの in vivo での

見を得ることを目的として、Cu 核の核四重極共鳴

生体適合性を調査するため、ウサギ脛骨への埋入試験

(NQR)と核磁気共鳴(NMR)測定を行った。反強磁性状

を行なった。Pure HAp および Bone HAp 粉体は既報

態(T=4.2 K) 、ゼロ磁場で得られた Cu 核の NMR スペ

に従って湿式合成法により調製した。合成粉体を 800℃

クトルに対して 63Cu (65Cu)核の信号であるとしてシミ

でか焼し、ボールミル粉砕処理を施した後に一軸加圧

ュレーション解析を行った。その結果 Cu 原子サイトに

成形し、1000℃で 5 時間焼成することで Pure HAp お

は約 3.4 T の内部磁場が発生していること、そのほとん

よび Bone HAp セラミックスを作製した。生体硬組織

どは Cu2+イオン自身の磁気モーメントの寄与であるこ

に対する適合性を調べるために、作製したセラミック

とが判明した。また、内部磁場の大きさおよび方位に

ス試料片 (直径: 4 mm, 高さ: 8 mm; 相対密度:約 95%)

ついての解析から、Cu 原子の 3d 軌道が主として

を日本白色種ウサギ (♂, 約 3 kg) の脛骨骨端部に埋入

d(x2-y2)型の波動関数からなることが明らかになり、二

した。埋入 4 週とおよび 24 週間後に取り出し、

量体を形成する Cu 原子間に強い磁気相互作用が働く

Villanueva Bone 染色を行い、非脱灰研磨標本を作製

ことが微視的に裏付けられた。このことは、Cu-Fe 間

し、Villanueva Bone 染色による組織学的観察を行な

の相互作用の存在にも関わらず、Cu 二量体と Fe 鎖が

った。また、材料と新生骨の接触率および材料周囲の

ほぼ独立に振る舞うという本物質の特異性を理解する

骨形成率を画像解析ソフト WinROOF (三谷商事) を

上での鍵であると考えられる。

