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　図１にNMRスペクトルを示す．横軸はナイトシフトKであり，裸の原子核の共鳴位置からのシフトを表し，電子が

原子核の位置に作る内部磁場を反映する．今回のような常磁性体の場合，局所磁化率に比例すると考えてよい．バルクの

試料では，鋭いピークが観測されている．バルクPt金属は -3.7 %もの大きな負のナイトシフトを示す．また，PVPで

表面を覆ったことによって，スペクトルが変化するということはなかった．このことから，PVPは表面原子に影響を与

えていないと考えられる．一方，ナノ粒子においては，非常に線幅の大きな信号が観測された．これはナノ粒子にお
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1．はじめに 

 粒径が数百ナノメートル以下の粒子をナノ粒子と呼ぶ．応用上は触媒，ナノ構造を作る部品などとして期待されてい
る．化学的にも，ナノ粒子ではバルクサイズで混合しない金属の合金や，存在しない結晶構造をもつものを合成できる興
味深い舞台である．また物理学の観点からも，バルク物質で金属であった物質であってもナノ粒子化することによってエ
ネルギーが離散化することが理論的に指摘されており，そのエネルギーの離散化に起因した様々な物理現象が期待され
ている．このような固有エネルギーの離散性に起因した効果は「量子サイズ効果」，もしくは久保亮五によって初めて理
論的に指摘された[1]ことに因んで，「久保効果」と呼ばれる．量子サイズ効果は大変興味深い研究対象であるが，実験的
には大きな困難が伴う．なぜならば，ナノ粒子では量子サイズ効果のほかに，中心と表層で異なることに起因した効果，
「表面効果」も顕著になるからである．量子サイズ効果を研究するためには両者を区別する必要があるが，そのような測
定方法は限られている．また，酸化や表面修飾によって表面の電子状態が変わってしまうため試料中心と表面に共通する
本質的なサイズ効果を調べることは難しい． 
 
2．実験方法 

上記の困難を克服するために本研究では，ポリビニルピロリドン(PVP)と呼ばれる有機物で表面を覆った Pt ナノ粒子
に対して，核磁気共鳴(NMR)測定を行った．NMR 測定では原子核スピンを利用することで原子核周りの局所的な電子状
態を測定することが可能であり，試料中心と表面の電子状態を分離して測定することが可能である．実際，これまでに多
くのナノ粒子に対するＮＭＲ測定が行われており[2]，試料中心と表面との分離に成功している． 
本研究では，低温での電子状態の粒径依存性を系統的に調べるために平均粒径が 2.5 nm，4.0 nm，7.4 nm，9.8 nm の

4 つのナノ粒子を測定した．また，バルクとの比較やＰＶＰの効果を確認するために粉末試料(スタイキャストで固めた
ものと，PVP で覆ったもの)についても測定を行った．試料の作成方法などについては割愛する．ＮＭＲ測定では信号強
度を確保するためある程度の試料量が必要である．今回は Pt 試料とＰＶＰ合わせて 500 mg 程度を測定に用いた． 
 
3．実験結果および考察 

 図 1 に NMR スペクトルを示す．横軸はナイトシフト K であり，裸の原子核の共鳴位置からのシフトを表し，電子が
原子核の位置に作る内部磁場を反映する．今回のような常磁性体の場合，局所磁化率に比例すると考えてよい．バルクの 
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ける磁化率は一様ではなく，局所磁化率が広く分布していることを示す．

ナノ粒子の粒径が小さくなると，内部の原子核の数に対し，表面の原子の

数が大きくなる．NMRスペクトルでは，ナノ粒子の粒径が小さくなると，

K ∼	-3 %の信号に対し，K∼ 0 %の信号の強度が増大する．この対応から，

K ∼ 0 %の信号がナノ粒子表面の信号，K ∼ -3 %の信号がナノ粒子内部の

信号に対応する．サイズ依存性の結果，及び，スペクトルの同定は先行研

究	[2]とよく一致している．

　次に，それぞれのナノ粒子について核スピン－格子緩和率1/T1の温度依

存性の結果を図２に示す．ここでは試料内部で測定した結果のみ示す．ど

の粒径においても，高温では1/T1が温度に比例した振る舞いを示す．これ

は通常金属で観測される振る舞いである．Ptバルク体の場合，実線で示す

ように，低温まで温度に比例したままであるが，ナノ粒子では低温で1/T1

が増大する振る舞いが観測される．この温度に比例する振る舞いから外れ

る温度をT*として矢印で示す．T*は粒径を小さくすると上昇する．興味

深いことに同様の振る舞いは表面における1/T1の温度依存性にもみられ

る．つまり，1/T1の増大は表面効果によるものでなく，試料中心と表面に

共通する本質的なサイズ効果と考えられる．また，この振る舞いは量子サ

イズ効果の理論で予言されるエネルギー間隔の大きさと対応しているよう

である．そこで，挿入図にT*の粒径の逆数依存性をプロットする．比較

として量子サイズ効果の理論で予言されるエネルギー間隔の大きさの平均

値δ を温度に変換したものδ/kB=｛kBND（ε F）｝
–1
も表示している．Nは一ナノ

粒子当たりの原子数の概算値で，D（ε F）はバルクPtのFermiエネルギー ε F

における状態密度，	kBはBoltzmann定数である．1/T1の異常の特徴的温度

とδ/kBは非常によくスケールしており，この磁気揺らぎが量子サイズ効果

に起因していることを強く支持する．我々はさらに，理論で予言されるよ

うにこの1/T1の異常が磁場によっても変化することも確認している．

4．まとめ
　ナノ粒子系は基礎，応用研究両方において重要な研究対象である．物

理学の観点からも未開拓の領域と考えられる．理論的な研究は20世紀後

半にかなり進んだものの，実験は十分とはいいがたい．今回，我々は表

面効果とサイズ効果を分離して観測するために，Ptナノ粒子に対して

NMRの測定を行った．表面効果とサイズ効果の分離に成功し，サイズ

に由来する新奇な磁気揺らぎを発見した．この磁気揺らぎは表面効果で

も，磁気転移でもなく，電子相関にもほとんど依存しないという著しい

特徴を持つ．この磁気揺らぎの解明には更なる理論的，実験的研究が望

まれる．
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図１ 5.0	Kで測定したNMRスペクトルを横軸ナイ

トシフトで表示したもの．上の赤と黒の矢印

は，表層と内部の信号を表す．4.0	nmの試

料のshoulderと示した矢印は不純物の信号

である．

図２ 核スピン-格子緩和率1/T1の温度依存性を各

粒径の試料に対して測定したもの．ナノ粒子

内部の信号で測定した．青:	9.8	nm，緑:	

7.4	nm，赤:	4.0	nm，黄:	2.5	nm．挿入図:	

1/T1が金属的振る舞いから外れる温度を粒径

の逆数に対してプロットしたもの．
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