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【はじめに】ダイヤモンドは、機械的性質や生体適合性に優れており、さらに、不純物を含

む系にまで対象を拡げると、その機能は、電子的性質、磁気光学特性と拡がり、極めて多

彩であるが、加工性の欠如が問題であった。ダイヤモンド膜の作製法として化学気相成長

法が知られるが、膜の表面平坦性、および、基板の種類の制限（製膜が高温であるため）

等、課題や制約も多い。一方、爆轟法ナノダイヤモンド（Detonation Nanodiamond, DND）

は、近年、解砕技術の進歩により平均粒径約 3 nm の水性コロイド溶液が得られるようにな

り、ダイヤモンドの多彩で優れた機能を活かした材料作りの可能性が拡がってきている。

ここで、理論計算の結果も併せて考えると、粒度分布を持つ DND コロイド溶液に直径 3 nm

程度の基本粒子（Elementary Particle of Detonation Nanodiamond, EPDND）が含まれる可能性

が高いと考えられる[1-3]。EPDND は、フラーレン、ナノチューブ、グラフェンに続く新た

なナノカーボン、すなわち、sp3 混成を含む始めてのナノカーボンと捉えることができるた

め、その単離精製、および、構造の同定は重要な研究課題と考えられる。そこで、我々は、

DND の気水界面への異方的吸着現象を利用して透過電子顕微鏡（TEM）観測が可能なほど

薄い EPDND 薄膜組織体を作製すれば、EPDND の単離精製、および、構造同定の両面での

突破口となると考え、EPDND 薄膜組織体の構築を試みた。今回、その結果を報告する。 

 

【実験方法】FIG. 1(a)に示すように、アラキン酸(CH3(CH2)18COOH, C20)のクロロフォルム溶

液を水面(超純水, Milli-Q water reagent system)に滴下し、テフロン製の仕切り板を動かして

C20 を展開した側の面積を小さくし、表面圧が 35 mN/m となるまで圧縮した。次に、FIG. 1(b)

に示すように、仕切り板の位置を動かして表面圧を 35 mN/m に保つように制御しながら、

DND の水性コロイド溶液（NanoAmando®,（株）ナノ炭素研究所, 0.25 wt%）1.5 mL を水相

（0.75 L）に注入した。実験には、NIMA 社 622 型 LB 膜作製装置を用いた。 

 

FIG. 1 Formation of C20 monolayer (a) and injection of DND colloidal solution in subphase (b). 



【結果及び考察】FIG. 2 に C20 単分子膜の表面圧(π)―

分子専有面積(A)等温線を示す。DND 溶液を注入し

た後には、表面圧を 35 mN/m に保つために仕切り板

を徐々に動かして面積を狭める必要があり、10 時間

後に C20 の分子専有面積は 40% 減少した。分子専有

面積の減少は、FIG. 3 に示すように、C20 単分子膜の

下方に DND が吸着し、C20-DND 複合組織体が形成

され、DND の高い親水性により C20-DND 複合組織

体が気水界面から離脱することによると考えられる。 

実際、DND コロイド溶液注入の 10 時間後に、仕

切り板を高速で動かして C20 単分子膜側の面積（領

域 A）を大きくすると、FIG. 3 に示す領域 A だけで

なく、もともと膜物質がない領域 B にも、大きさ数

百ミクロンの薄膜組織体が観察される。気水界面か

ら離脱した C20-DND 複合組織体が、再度、気水界面

に吸着すると考えられる。そこで、この薄膜組織体

を、水中から固体基板を浮上させ（または、水位を

下降させ）、固体基板に移しとった。 

ガラス板に移しとった薄膜組織体の光学顕微鏡像

を FIG. 4 に示す。大きさが数百ミクロン程度の短冊

状、および、長方形の組織片が観察される。また、

偏光顕微鏡で観察すると、光学的異方性を持つ組織

片も認められる。 

薄膜組織体の厚さを、触針法、および、原子間力

顕微鏡法で測定したところ、厚さが 26 nm 程度であ

ることがわかった。この厚みは、直径 3 nm 程度の

擬球形の基本粒子（EPDND）を仮定すると、10 粒

子層未満に相当し、TEM 観測が可能と考えられる。 

 

【まとめ】水面のアラキン酸(C20)単分子膜の下方に爆轟法ナノダイヤモンド（DND）粒子

の薄膜組織体を形成し、これを、固体基板に移行することに成功した。厚さは 26 nm 程度

で、直径 3 nm 程度の基本粒子（EPDND）を仮定すると 10 粒子層未満に相当する。今後、

TEM 等により EPDND の構造に関する重要な情報が得られる可能性があり、応用面でも、

DND 薄膜組織体を作製する簡便な手法として興味が持たれる。 
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FIG. 2  Surface pressure ― area per 
molecule isotherm of C20 at 25℃. 

 
FIG. 3 Schematic representation of the 
formation of the C20-DND complexes and 
the method to transfer the thin fractions 
onto solid substrates. 

 

FIG. 4 Typical optical microscopy image 
of the C20-DND fractions transferred onto 
a glass plate. 


