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Magnetic nanoparticles are developed as the heat source for hyperthermia and the tracer of magnetic particle 
imaging. It is important to evaluate the mechnism of magnetic relaxations as the dynamics of the magnetization 
of magnetic nanoparticles. In the goal of this study, magnetic relaxations were measured under pulse magnetic 
field, and the orientation of a magnetization were observed by a magnetic force microscopy. We prepared the 
exiciting coil to apply a pulse field faster than the Nèel relaxation time. The method to observe the 
magnetization of a single magnetic nanoparticle was studied. 

 
 
１．研究背景・目的 

がん診断において，腫瘍に集積させた磁性ナノ粒子を可視化する磁

気粒子イメージング[1]が注目されている．磁性ナノ粒子は磁場に反応

するベクトル量（磁化）を有するため，磁場に対して特異的な応答を

示す（図 1）．MPI は，この磁場（交流磁場）に対する磁性ナノ粒子の

磁化応答に由来する磁気信号検出により，高感度撮像を指向した革新

的技術である．粒子が単体で応答するシングルコア構造に対して，複

数のコア粒子が集合して，実効的に単一粒子として機能するマルチコ

ア構造（図 2）が MPI に有効であるが，その磁化応答が未解明なため，

MPI の実用化に十分な磁気信号が得られていない． 
従来では，集合体としての応答の基盤となるコア粒子個々の応答観

測が困難であったため，マルチコア構造の磁化応答の詳細は未解明で

あった．磁性ナノ粒子の磁化応答は，磁場への配向を基本とし，そこ

に隣接する粒子由来の磁束が影響する．マルチコア構造内部のコア粒

子には，この磁気相互作用が深く関連している． 
本研究は，がん診断への粒子設計最適化の指針を得ることを最終目

標とし，粒径などの粒子パラメータと磁化応答の相関性を体系化し，

マルチコア構造のコア粒子間相互作用を考慮した磁化応答モデル構築

を目的とする． 
 
２．パルス磁場を用いた磁化応答計測システムの構築 

 図 3 に本研究で作製した計測システムにおいて，励磁コイルに印加するパルス電流の波形を示した．この電流波形がそ

のままサンプルへの印加磁場波形になる．申請者の従来研究では，立ち上がり時間が 18 ns のパルス磁場を印加すること

に成功している[2]．対して図 3 では，立ち上がり時間を 12 ns まで短縮に成功した． 
 磁性ナノ粒子の磁気緩和機構は，磁化の緩和機構であるネール緩和と，粒子自体の物理的回転を表したブラウン緩和に

大別される．ネール緩和時間 τN，ブラウン緩和時間 τB をそれぞれの式を以下に示した． 
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図 1. 磁気粒子イメージング 

 

図 2. 磁性ナノ粒子の構造（シングルコア構造とマル

チコア構造） 

図１　磁気粒子イメージング．

図２ 磁性ナノ粒子の構造（シングルコア構造とマルチ

コア構造）．
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	 Magnetic	nanoparticles	are	developed	as	the	heat	source	for	hyperthermia	and	the	tracer	of	magnetic	
particle	imaging.	It	is	important	to	evaluate	the	mechnism	of	magnetic	relaxations	as	the	dynamics	of	the	
magnetization	of	magnetic	nanoparticles.	In	the	goal	of	this	study,	magnetic	relaxations	were	measured	
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τ0，Ku，VM，kB，T，η，VHはそれぞれ，磁気回転に関わる特性時

間，異方性定数，コア粒子の体積，ボルツマン定数，温度，溶媒

の粘度，流体力学的体積である． 
磁性ナノ粒子の磁化応答を解明するためには，磁気緩和の実測

が重要である．特にネール緩和時間は，ナノ秒オーダーで生じる

ため，ネール緩和の計測には，サンプルへのネール緩和時間以下

の立ち上がり時間で応答する励磁システムが必要とされる．また

申請者の従来研究では，印加磁場強度は 0.4 kA/m が限界であったが，本研究では 8 kA/m 以上印加可能である．本研究で

作成した，立ち上がり時間 12 ns で印加可能磁場強度 8 kA/m の励磁システムを用いることで，従来モデルでは解明され

ていない，実測に基づいた磁気緩和時間の磁場強度へ依存性を計測することが可能に去るなど，マルチコア構造を含む磁

性ナノ粒子の磁気緩和機構の詳細な実測が可能となる． 
 

３．走査型プローブ顕微鏡を用いた磁性ナノ粒子の観察 

 磁気力顕微鏡（MFM：Magnetic Force Microscope）は，走査型プローブ顕微鏡

（SPM：Scanning Probe Microscope）の機能の一つであり，磁気力に反応する探針

で観測対象の表面を走査することで，磁気像を捉える[3]．今回は，MFM 観察の準

備として，同じく SPM の機能の一種である原子間力顕微鏡（AFM: Atomic Force 
Microscope）にて実像観察を行った（観察実施：北海道大学 山崎［共同研究者］）．

本研究では，コア径が 29 nm で凝集径が 84 nm の磁性ナノ粒子を観察に用いた．

図 4 に示すように，複数の粒子が凝集している様子が観察され，そのコア径，凝

集径共に妥当であった．本実験によって，単一磁性ナノ粒子（マルチコア構造一

つ）を計測するために適当な観察基板への粒子添加濃度を決定した． 
 
４．結論・今後の予定 

 本研究では，磁性ナノ粒子の磁気緩和現象を詳細に観測するための励磁システムを完成させ，さらに磁気像観察の準備

として，AFM 像観察を実施して，粒子の像を得ることに成功した．今後は，構築した磁気緩和計測システムによるマル

チコア構造粒子の計測と，MFM 像観察を実施することで，マルチコア構造磁性ナノ粒子の磁化応答解明に着手する．パ

ルス磁場を用いた磁化応答計測と MFM による単一粒子の磁気像観察を併用することで，実測ではパラメータに分布のあ

る粒子の平均としての応答のみが観測されるという問題点を克服した，単一粒子観測を実現できる．  
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図 3. 励磁コイルへの印加電流 

 
図 4. 磁性ナノ粒子の AFM 像 

図３　励磁コイルへの印加電流．

図４　磁性ナノ粒子のAFM像．
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