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今回、希土類イオンと有機分子の錯体をアモル

有機と無機のハイブリッドな化合物であり、結合サ

ファスでもなく、結晶とも異なる、しかしある規則性

イトの親和性は、必ずしも強い結合だけでなく、ふ

を持って三次元的に整然と配列させることによる、

わっとした状態を有することができる。ヘム鉄と類

希土類イオンの特殊な発光現象の発現とその原理

似した形の分子で、鉄をマグネシウムに置き換え

に関して講演した。発光の特徴のひとつが発光色

ると、植物の光合成を司るクロロフィル（葉緑素）と

（波長）、次に強度（輝度・効率）であるとすると、こ

なる。クロロフィルは、光を駆動力として電子移動を

こでの第三の特徴である特殊な現象は「偏光性」で

起こし高度な機構により水と二酸化炭素から糖を

ある(図1)。

合成する。

材料開発の際に不可欠な設計の指針を決定づ

私たちは、金属イオンに希土類を用い、発光性

けるのは、本質的な原料の理解や基盤的知見であ

希土類錯体の開発とその機構解明から、未来志向

る。これは、分子の世界でも同様である。私どもの

型の材料への展開を目指している。希土類は、原

研究は、エネルギー効率化や限られた資源の低濃

子やイオンの性質を司る電子が、コアに近いため、

度での高効率な機能促進を目指し、化学の切り口

隣接原子からもその電子は遠く影響を受けにくい

で分子の光化学に取り組んでいる。対象とする分

ため、強い磁性やシャープなスペクトル形状を示

子は、いわゆる有機化学と無機化学の双方を持ち

す。波長位置は金属イオンの種類に依存し、どの

合わせ、しかしいずれとも性質が異なる「錯体化

ような有機分子を結合させてもその位置はほとん

学」による物質である。身近な錯体の分子には、私

ど変わらない。ただし、隣接原子との配置は多様で

たちの生命を維持するために不可欠な酸素を運搬

あり、分子の構造は設計通りにいかないこともあ

するヘム鉄がある。鉄は錆びる。血液中でもヘム

る。例えば、希土類イオンの隣接原子との配位数

鉄は肺で酸素を受け取り、体内の低酸素濃度近傍

は、6～12配位まで知られている。実際に、私たち

でこの酸素を放出する。この機構は、酸素がヘム

が最近開発した螺旋型の希土類錯体は、有機分

鉄と強く結合すると成立しないが、確実に鉄が酸素

子の6個の窒素原子が巻きつくように配置し、この

を掴んでいることが興味深い。すなわち、錯体は、

面の上下から硝酸イオンの酸素原子が2個ずつ、
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図１ 偏光発光の意義に関するイメージ。

図２ ヘリカルな希土類錯体の分子構造。

図３ 希土類の偏光発光性薄膜の例。
合計10配位の構造をしている(図2)。[1] これは、興味深い

れを石英基板に移し取り、目的とするLB膜を作製した。[3-

ことに一連の希土類イオンに対して同様の構造を有する。

5] 本系の特徴は主に2点ある。光アンテナである有機分

このような錯体の希土類イオンからの発光は、有機分子を

子は、L膜を基板に累積させる際に自己挿入して基板上の

紫外線で励起した際の励起エネルギー移動により増感さ

膜内に取り込まれ、希土類イオンにエネルギー移動を経

れる。この際、有機分子は光アンテナとよばれる。光アン

由した発光を促すことができる。この際、取り込まれた光ア

テナ効果により、例えばユウロピウムおよびテルビウム

ンテナの分子の遷移双極子が金属イオンの偏光性に大き

は、それぞれ赤色および緑色の発光色を呈する。

く寄与する。[6] 更に、希土類イオンは取り込まれた光アン

偏光発光発現の仕組みを解明するために分子集合体

テナに対して、重原子効果を与え、有機分子自身の発光

は、単分子膜累積法のひとつであるラングミュア－ブロ

に多重偏光性と励起三重項状態の安定化を促進させる。

ジェット(LB)法により作製した(図3)。この方法は、気・水界

[3]

面にセッケンのような両親媒性置換基を有する分子を自

一軸延伸した高分子膜を媒体にし、その表面に光アン

己会合させる膜化したL膜を、石英などの平滑な基板に移

テナと希土類イオンをスピンコートで逐次的に塗布すると、

し取る方法である。[2] 私たちは、あらかじめ水相に光アン

厚さが4 nm程度の偏光発光性希土類複合体が形成する。

テナとなる有機分子を溶解させ、水面にはステアリン酸な

[7] この系は、錯体合成のプロセスを薄膜化と共に行うこ

どのセッケンを結合させた希土類イオンのL膜を作製し、こ

とができる利点がある。
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マイクロ・ナノバブルの発生原理・装置と各分野への応用紹介
～小規模ベンチャーとしての特許取得にかかわる諸事情～ ＊
＊第2１回精密加工プロセス研究会講演会（第12回窒化物半導体デバイスにかかわる超精密加工プロセス
研究分科会講演会）（平成２６年２月１３日開催）講演概要
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さまざまな実用化がなされているマイクロ・ナノバブ

当方は、かつて小規模ベンチャーとしてこの分野に

ルについて、その原理・発生裝置（図１）、そして各分野

参入すべく、細胞培養または細胞操作への応用(図２、

への応用を、開拓者といえる先人、それに触発された

[8])で実用化を模索したが、研究資金が得られずアイデ

研究者らが公開している情報をもちいてご紹介した。

ア特許を出願したのみで、実質的な研究開発に至る以

([1]－[7])

前に撤退。ただひとつ実用化できたのは社会事情や経

ご紹介したアプリケーションは、マイクロ・ナノバブル

済事情の異なる韓国での農産物洗浄のみであった。

応用のほんの一部にすぎない。R&Dの第一線からリタ

資本力のない者が事業を立ち上げるのは困難を極

イアした眼から観ると、活気にあふれた今の進展は目

める。特許を出願して公的な補助事業・助成事情の公

覚ましくうらやましい限りである。

募に応募しても、実績と返済能力（担保）欠如から採択

図１ マイクロ・ナノバブル発生装置例と分類

図２ 細胞近傍のマイクロ・ナノバブル
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