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有機鉱物の生成機構およびナノ鉱物の表面構造と

反応性に関する研究

The genesis of organic minerals and surface structures and reactivity of nanominerals

越後 拓也(Takuya ECHIGO)

Organic minerals are natural organic compounds with both welldeˆned chemical composi-

tion and crystallographic properties; their occurrences show traces of the high concentration

of certain organic compounds in natural environments. Thus the origin and formation proc-

ess of organic minerals will lead us to understand the fate and behavior of the organic molec-

ules in the lithosphere. All of each organic mineral can be classiˆed into the one of following

two groups: ionic organic minerals in which organic anions and various cations are held

together by ionic bonds, and molecular organic minerals in which electroneutral organic

molecules are bonded by weak intermolecular interactions. Karpatite, a natural crystal of

coronene (C24H12), is the most typical molecular organic minerals and its crystal/molecular

structures and carbon isotopic composition suggests that this mineral was crystallized from

PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons)rich hydrothermal petroleum by hydrothermal

activity. In the process of formation of organic minerals, the formation of structural units,

such as organic acid anion and PAH molecules, precedes their migration and concentration.

The ˆrst stage includes the formation or cleavage of CC bonds, but the latter stage does not.

In addition, we have investigated the in‰uence of size, morphology, surface structure, and ag-

gregation state on the reductive dissolution of hematite with ascorbic acid using two types of

nanoparticles with average diameters of 6.8 ± 0.8 nm and 30.5 ± 3.5 nm, referred to as Hem

7 and Hem30, respectively, in this paper. TEM (transmission electron microscope) obser-

vation revealed that previous to dissolution, Hem7 is present as both dispersed particles and

as aggregates. Dispersed particles dissolve initially before aggregates, which in‰uences its dis-

solution rate. The Hem30 hematite has nanoscale surface steps and internal defects, and its

dissolution initiates from the steps, defects, or sharp edges of the crystals. This study directly

shows the importance of size, surface roughness, defects, crystal morphology and aggregation

states on dissolution rates of nanoparticles.

Keywords: Organic minerals, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Karpatite, Crystal struc-

ture, Carbon isotopic composition, Hematite, Ascorbic acid, Grain size, Crystal

morphology, Surface structure, Aggregation state, Dissolution rate

I. は じ め に

‘有機鉱物(organic minerals)’とは，文字通り有機化合

物からなる鉱物の総称であるが，化学的に正確な定義はい

まだ確立されていない。もっとも単純な定義では‘炭素を

含む鉱物’とされることもあるが，方解石(CaCO3)をは

じめとする炭酸塩鉱物は一般的に無機化合物として分類さ

れるため，適切な定義とはいえない。越後・木股(2009)お

よび Echigo and Kimata (2010)では，炭素炭素結合を含

む鉱物を有機鉱物と暫定的に定義し，有機鉱物をイオン性

有機鉱物と分子性有機鉱物に分類した上で，それぞれの代

表的な鉱物種であるシュウ酸塩鉱物と多環芳香族炭化水素

(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs)鉱物の結晶化

学や生成機構に関する考察を行った。これらの総説中で

は，炭素炭素結合を含む石墨やダイヤモンドといった元

素鉱物を扱っていないが，Hazen et al. (2013a, 2013b)に
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Fig. 1. (a) Location of the Picacho Peak Area, San Benito Coun-

ty, California in the West Coast. Those of Escanaba Trough and

Guaymas basin are also shown. (b) Molecular structure of coro-

nene. (c) Crystal structure of karpatite (Echigo et al., 2007).
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よって，炭素を含む鉱物全般の結晶化学に関する広範なま

とめと考察が行われた。その後もアンチーピン石[an-

tipinite, KNa3Cu(C2O4)4: Chukanov et al., 2015a]やワンペ

ン石[wampenite, C18H16: Mills et al., 2017)といった新しい

有機鉱物の発見が続き，シュウ酸塩鉱物とその合成類似物

に関する総説(Baran, 2014, 2016; Huski ác et al., 2016)が出

版されるなど，有機鉱物に関する研究は今世紀に入って急

速な発展をみせている。本稿では，著者がこれまで取り組

んできた有機鉱物に関する研究の一部を紹介し，天然環境

において有機鉱物が生成するために必要なプロセスである

有機分子の構造変化と濃集機構について解説する。

一方，著者は有機鉱物の研究と並行して有機分子と無機

鉱物の相互作用に関する研究にも取り組んできた。それ

は，遷移金属を含む酸化鉱物や硫化鉱物の表面において，

有機鉱物になるような高い安定性を持つ有機分子の生成が

促進されている可能性を検証するためであったが，有機分

子と無機鉱物の相互作用は当初の予想よりも複雑であり，

同じ鉱物種でも粒径や表面の微細構造によって反応性が変

化することが分かってきた。特に，無機鉱物の粒径が 10

nm 以下の場合にはこれらの影響が無視できなくなる

(e.g., Madden and Hochella, 2005; Liu et al., 2009)。粒径

10 nm 以下の鉱物は様々な環境で普遍的に観察されてお

り，河川や大気中における重金属の移動に関係している可

能性や，人間の体内に取り込まれると健康を害する可能性

があるため，様々な観点から盛んに研究されている(e.g.,

Banˆeld and Zhang, 2001; Hochella et al., 2008)。本稿で

は，有機鉱物の研究に加えて，著者がこれまで取り組んで

きた有機分子と無機鉱物の相互作用に関する研究の一部を

紹介し，ナノスケールの鉱物が結晶粒径や表面の微細構

造，凝集状態などの違いによって示す化学反応性の変化に

ついて解説する。なお，本稿は平成 29 年 9 月に愛媛大学

で行われた平成 28 年度日本鉱物科学会研究奨励賞受賞記

念講演での発表内容をまとめたものであり，それぞれの研

究内容に関する詳細は Echigo et al. (2007, 2012, 2014)等を

参照されたい。

II. 有機鉱物の生成機構

1. イオン性有機鉱物と分子性有機鉱物

2017 年 9 月現在，国際鉱物学連合(International Miner-

alogical Association: IMA)の新鉱物・命名・分類委員会

(Commission on New Minerals, Nomenclature and Classiˆ-

cation: CNMNC)に正式な鉱物種として認められているも

のは 5291 種類にのぼる(http://nrmima.nrm.se// imalist.

htm)。そのうち，有機鉱物として分類できるものは 56 種

類存在する。Echigo and Kimata (2010)の分類法を踏襲す

ると，これらの有機鉱物はイオン性有機鉱物 36 種類と分

子性有機鉱物 20 種類に二分できる。さらに，イオン性有

機鉱物のうち最も種類が多いのはシュウ酸塩鉱物(21 種)

であり，分子性有機鉱物のうち最も種類が多いのは PAHs

鉱物(9 種)である。シュウ酸をはじめとする有機酸は天然

水，土壌，堆積物，堆積岩中の有機物が酸化分解を受けて

生成するものが多く(Burlingame and Simoneit, 1969;

Kawamura and Kaplan, 1987), PAHs などの芳香族炭化水

素化合物は天然水，土壌，堆積物，堆積岩中の有機物が芳

香族化(OH 基やCOOH 基の離脱)して生成するものが

多い(Simoneit, 1986; Hayatsu et al., 1987)。このように，

Echigo and Kimata (2010)の分類法は，結晶構造や化学結

合様式だけでなく，それぞれの有機鉱物の成因とも関係が

深い。本稿では，代表的な PAHs 鉱物であるカルパチア

石(karpatite, C24H12)の結晶化学的特徴と生成過程を解説

した後，有機鉱物に特有の生成過程について解説する。

2. カルパチア石の結晶化学と生成過程

カルパチア石はこれまで，ウクライナのザカルパッチャ

(TransCarpathia) (FrankKamenetskii and Maleeva,

1953; Piotrovskii, 1955)，アメリカ西海岸のサンベニト

(San Benito) (Wright and Allen, 1930; Geissman et al.,

1967)，カムチャッカ半島のタンバトネイ(Tamvatnei)

(Gorchakov et al., 1981)の 3 地域で産出が確認されてい

る。これらの産地では共通して，石英および辰砂を伴う熱

水脈中にカルパチア石が産出していることから，熱水活動

によって生成されたと推測されたが(Murdoch and Geiss-

man, 1967)，詳細な生成機構は不明であった。Echigo et

al. (2007)によって，カリフォルニア州サンベニト地域の

ピカチョ・ピーク(Picacho Peak Area)(Fig. 1a)に産出す

るカルパチア石の精密な結晶構造解析と炭素同位体組成の

分析が行われ，次に説明するように，その結晶化学的特徴

と生成過程が明らかになった。

単結晶 X 線回折法による構造解析の結果，カルパチア

石は 7 つのベンゼン環が環状に連結したコロネン分子

(Fig. 1b)がファンデルワールス(van der Waals)相互作用

によって結びついた分子結晶であることが判明した。カル
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パチア石の結晶構造を[001]方向からみた場合，コロネン

分子の配列はヘリンボーン(herringbone)構造になってい

る(Fig. 1c)。これは平行に向き合うコロネン分子間に働く

面面相互作用(facetoface相互作用もしくは p/p スタッ

キング相互作用とも呼ぶ)と，垂直に向き合うコロネン分

子間に働く端面相互作用(edgetoface 相互作用もしくは

CH/p相互作用とも呼ぶ)という 2 種類の分子間力が働い

ていることに起因する(Echigo et al., 2007)。端面相互配

置は，2 つのベンゼン環が近づくとき，最も安定な配置様

式である(Muehldorf et al., 1988; Kim et al., 1998)。しか

し，コロネン分子のように円盤状に大きく広がっている

PAHs 分子の場合は，結晶構造内での分子パッキングの制

約が厳しくなるため，面面相互配置の割合が増加する

(Jorgensen and Severance, 1990)。引力として働くこれら

の相互作用に加え，水素原子および p 電子の反発がある

ため，結晶構造中のコロネン分子はわずかにその相対位置

を変化させながら積層する。なお，ベンゼン環が 2 次元的

に連結した究極の様式ともいえるグラファイトは，面面

相互作用のみで結晶構造を構成しているため，その層間に

異分子を吸蔵し，黒鉛層間化合物(graphite intercalation

compounds: GICs)を生成することができる(Dresselhaus

and Dresselhaus, 2002)。天然環境においてもアンモニア分

子を吸蔵した GICs が三波川変成帯から報告されている

(越後ら，2004)。

本研究で調べたサンベニト産のカルパチア石は，マグネ

サイトとわずかな石英からなる角礫岩を貫く石英脈中に産

出しており，シリカ成分を含む熱水活動によってカルパチ

ア石が生成された可能性は高い。PAHs は有機化合物の中

でも熱力学に安定性の高い化合物であるが(Stein, 1978)，

その中でもコロネンは，同程度の分子量(300 u.)，すなわ

ち同程度の分子サイズの化合物の中で最も高い安定性を持

つ(Stein and Fahr, 1985)。そのため，熱水作用を受けて

も，分子構造を保ったまま運搬されることが推定される。

一方，サンベニト産カルパチア石の炭素同位体組成の値

は d 13C ＝ －22.39 ± 0.18 であり(Echigo et al., 2007)，

海洋堆積物起源であることを示唆する(Hoefs, 2004)。サ

ンベニトと同じくサンアンドレアス断層沿いに位置するエ

スカナバトラフ(Escanaba Trough) (Fig. 1a: Simoneit et

al., 1997)やガイマス海盆(Guaymas basin) (Fig. 1a:

Simoneit and Schoell, 1995)では，熱水噴気孔周辺に堆積

した有機物が変質を受けて生成した，コロネンやフェナン

トレンなどの PAHs を含む熱水性石油( hydrothermal

petroleum: Simoneit and Lonsdale, 1982)が報告されている

(Simoneit and Schoell, 1995; Simoneit and Fetzer, 1996;

Simoneit et al., 1997)。このような熱水性石油がさらに熱

水変質作用を受け，コロネン以外のすべての有機分子が分

解または揮発した結果，コロネン分子が濃集した熱水が生

成されたと考えられる。また，カルパチア石が産出する石

英脈の母岩に含まれるマグネサイトは，炭酸イオンを含む

熱水によって蛇紋岩が変質して生成したものであり，その

炭酸イオンは海洋起源の有機物が酸化分解して生成したと

考えられていることから(Boctor et al. 1987)，蛇紋岩をマ

グネサイトに変質した炭酸イオンに富む熱水には，コロネ

ン分子も高い濃度で含まれていたのかもしれない。このよ

うな熱水が蛇紋岩に貫入することによってマグネサイトが

生成し，石英脈を形成した後，熱水活動の最末期にカルパ

チア石が晶出したと考えることができる。熱水活動の最末

期にカルパチア石が結晶化することは，コロネン分子内の

共有結合に対して分子間のファンデルワールス結合が極め

て弱いこと，すなわち結晶化に必要とする凝集エネルギー

が極端に小さいことと整合的な現象である。しかし，熱水

性石油 1 mg に含まれるコロネン分子は 100 ng 以下の低濃

度，すなわち 100 ppm 以下であり(Simoneit and Fetzer,

1996; Simoneit et al., 1997)，カルパチア石のような純粋な

結晶を生成するには 106 倍もの濃集作用が必要である。現

時点では，このような濃集作用を引き起こす原因や駆動力

についても，また堆積性有機物からコロネン分子を直接生

成する熱水作用の過程も不明であり，研究の進展が待たれ

る。

3. 有機鉱物の生成過程の特徴

カルパチア石の生成過程において，コロネン分子が生成

する段階と，コロネン分子が濃集してカルパチア石として

結晶化する段階が明確に区別できる点は，分子性有機鉱物

の生成過程の特徴といえる。前者は，堆積物に含まれてい

た有機分子が十分安定な分子構造を獲得するまでの静的過

程，後者は熱水活動などによって安定性の高い有機分子が

残存しながら次第に移動および濃集する動的過程と考える

こともできる。なお，これらのプロセスは，構造ユニット

における炭素炭素結合の生成や切断を含むものが前者，

含まないものが後者として区別することが可能である。

以上を踏まえて，カルパチア石のような分子性有機鉱物

の生成過程および結晶成長を考える際には，以下の 3 つの

可能性を考える必要がある(1) 相互に結合していない炭

素原子や水素原子が凝集したのち，系が安定化していくに

つれて，周期的な秩序構造を獲得した可能性，(2) 結晶構

造を構成する分子よりも小さな分子，例えば PAHs に対

してはベンゼン環，が凝集した後に重合し，その重合した

分子が規則正しく積層することによって結晶構造が形成さ

れた可能性，(3) 結晶構造を構成する分子が多量に生成さ

れたのち，その分子が選択的に凝集し，不純物が取り除か

れた結果，弱い分子間力(主にファンデルワールス相互作

用)によって周期的な結晶構造を獲得した可能性，の 3 つ

である。無機鉱物の中でも，イオン結晶である岩塩

(NaCl)などは(1)に近い過程を経て生成されたと考えるこ

とができる。また，代表的な造岩鉱物であるケイ酸塩鉱物

は(2)のような過程を経て結晶化する。ここで取り上げた

分子性有機鉱物の場合は，(1)でも(2)でもなく，(3)の過

程を経て生成したと考えるのが最も妥当であり，無機鉱物
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Fig. 2. Comparison between the mechanisms of formation of (a)

organic minerals and (b) silicate minerals (Echigo and Kimata,

2010). (a) Schematic representation of the two stages in the forma-

tion of organic minerals. The ˆrst stage is the formation of structur-

al units, e.g., coronene molecules for karpatite, from biomolecules

with formation or cleavage of CC bonds. The second stage is the

migration and concentration of structural units and subsequent crys-

tallization of the mineral on cooling. (b) Schematic representation

of part of Bowen's discontinuous reaction series. The SiO4 tetra-

hedra in melt polymerize progressively, and mineral crystallization

occurs simultaneously (Ol, olivine; Py, pyroxene).
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ではみられない特徴的な生成および結晶成長の機構を持っ

ていることが分かる(Fig. 2)。また，シュウ酸塩鉱物をは

じめとするイオン性有機鉱物の生成過程についてここでは

詳しく紹介しないが，イオン性有機鉱物においても分子性

有機鉱物と同様に，炭素炭素結合を含む構造ユニットの

生成とその濃集・結晶化過程は区別して考えることができ

る(Echigo and Kimata, 2010)。

このように，有機鉱物が産出するためには，構造ユニッ

トとなる有機分子や有機酸イオンが十分に安定化するまで

の静的過程と，安定化した構造ユニットが移動，濃集する

動的過程の両方が必要であり，そのために産地や産出量が

極めて限られてしまうのであろう。しかしこの制約は同時

に，有機鉱物が産出する地域には，ある特定の有機分子や

有機酸が濃集するような特殊な条件が揃っていたことを示

唆しており，有機鉱物の産出から岩石圏における有機分子

の動的挙動が推察できる可能性を示している。

III. ナノ鉱物の表面構造と反応性

1. 有機分子と無機鉱物の相互作用

有機鉱物の生成過程において，生物起源の有機物が安定

性の高い化合物に変化し，それが有機鉱物の構造ユニット

となって結晶化に至ることを前章で解説した。天然環境に

おける有機物の構造変化に関しては，堆積岩や湖沼堆積

物，エアロゾルや炭素質コンドライトなどの有機地球化学

的研究により詳しいことが分かっている。例えば，炭素質

コンドライト中では，ナフタレンやフェナントレンといっ

た比較的小さな PAH 分子が多環化してコロネンに近い構

造に変化すると考えられている(Naraoka et al., 2000)。ま

た，大気中では，人為起源あるいは天然起源の揮発性有機

化合物が光化学反応することによってシュウ酸が生成され

るとの報告がある(Kawamura and Ikushima, 1993)。一

方，前述したカルパチア石の生成過程を考えると，有機鉱

物の構造ユニットに変化する反応は地下浅部や地表付近で

の続成作用あるいは熱水変質作用が主な反応である可能性

が高い。いずれの反応においても，ある程度の熱と水の存

在は必須であり，有機物の周囲に存在する無機鉱物と様々

な相互作用をしている環境であることは想像に難くない。

無機鉱物の存在は有機分子の構造変化にどのような影響を

与えるか疑問をもった著者は，学位取得後の 2008 年から

有機分子と無機鉱物の相互作用に関する研究を開始した。

2. ヘマタイトナノ粒子の還元的溶解に結晶粒径・形

態・凝集状態が与える影響

有機分子と無機鉱物の相互作用は，地球惑星科学だけで

なく，環境科学や農学の観点からも重要な研究対象である

ため，膨大な先行研究が存在する。任期付き博士研究員

(ポスドク)としての立場を考慮すると，どのようにこの研

究テーマにアプローチすべきかは非常に重要な問題であっ

た。そこで著者は，その当時明らかになりつつあった，同

じ鉱物種であっても粒径の差によって生じる物性や反応性

の違い(e.g., Madden and Hochella, 2005; Liu et al., 2009)

に着目し，有機酸とナノ鉱物の相互作用に関する研究に着

手した。

研究対象とした系は，アスコルビン酸(C6H8O6)による

合成ヘマタイトの還元的溶解であり，異なる粒径と結晶形

態を持ったヘマタイトナノ粒子の溶解速度の比較である。

アスコルビン酸は光学活性化合物であり，L 体はビタミン

C として知られる一般的な有機酸である。アスコルビン酸

とヘマタイトの溶液中での反応は詳しく研究されており，

アスコルビン酸が還元剤として作用し，ヘマタイトからは

還元された Fe2＋ イオンが溶出することが分かっている

(Banwart et al., 1989; Dos Santos Afonso et al., 1990; Suter

et al., 1991)。Echigo et al. (2012)は，粒径や結晶形態の異

なる 2 種類のヘマタイトを合成し，同じ条件下での溶解速

度を比較した。合成されたヘマタイトは，平均粒径 6.8

nm の六角板状結晶(Fig. 3a)と平均粒径 30.5 nm の菱面体

状結晶(Fig. 3d)の 2 種類である。本稿では，前者の試料

を Hem7，後者の試料を Hem30 とし，それぞれのアス

コルビン酸による溶解実験結果を紹介する。なお，実際の

実験はヘマタイトから溶出した Fe2＋ イオンの酸化を防ぐ

ためにグローブボックス内で行う必要があり，溶解実験中

に反応溶液の pH が変化しないよう適切な緩衝液を使う必
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Fig. 3. TEM images of hematite

nanoparticles before and after batch dis-

solution experiments with 0.5 M ascorbic

acid (Echigo et al., 2012): (a) Hem7 be-

fore dissolution, (b) Hem7 after 5 min

dissolution; the black arrows mark isolat-

ed crystals and small aggregates, (c) Hem

7 after 300 min dissolution, (d) Hem30

before dissolution, (e) Hem30 after 5

min dissolution; white arrows mark

preferential dissolution on defects and

edges, and (f) Hem30 after 300 min dis-

solution; white arrows mark preferential

dissolution on defects and edges.
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要がある。それらの実験条件の詳細については Echigo et

al. (2012)を参照されたい。

ヘマタイト溶解実験の結果得られた溶液中の Fe2＋ イオ

ン濃度変化を Figure 4a に示す。Hem7 の溶解速度が

Hem30 よりも著しく高いように見えるが，これは Hem

7 の比表面積(167.3 m2/g)が Hem30 の比表面積(37.3 m2/

g)よりも有意に大きいためである。また，いずれの試料も

溶解実験開始後 200 分を過ぎると濃度変化が線形になって

いることから，本研究の実験条件下では反応開始後 200 分

以降に溶解反応が定常状態に移行したと考えられ，比表面

積で規格化した定常状態での溶解速度(speciˆc surface area

normalizedsteady state dissolution rate: rss)を算出した。

その結果，Hem7 の rss は 1.94 ± 0.53 × 10－7 (mol m－2

h－1 )となり，Hem30 の rss は 1.29 ± 0.36 × 10－7 (mol

m－2 h－1)となった。標準偏差を考慮するとこれらの溶解

速度に大きな差はなく，同じくアスコルビン酸によるヘマ

タイトの溶解速度を調べた Suter et al. (1991)が報告した

rss [1.48 × 10－7 (mol m－2 h－1)]と大差ない結果となった。

定常状態における溶解速度に続いて，反応開始後 30 分

までの溶解速度に違いがないか検討した。反応開始後 30

分までの Fe2＋ イオン濃度変化は Hem7 も Hem30 も線

形ではないが，二次多項式によるフィッティングで溶解速

度を求めることができる(Figs. 4b and 4c)。こうして算出

した初期反応における溶解速度(speciˆc surface area nor-

malizedinitial state dissolution rate: ris)は，Hem7 が 9.11

± 2.24 × 10－7 (mol m－2 h－1)，Hem30 が 4.48 ± 1.62 ×

10－7 (mol m－2 h－1)となり，標準偏差を越えた有意な差を

示した。なお，ヘマタイトは半導体としての性質を持つた

め，粒径の違いによってバンドギャップエネルギーに差が

生じる可能性がある。バンドギャップエネルギーの差は酸

化還元電位に影響を与える可能性があるため，ヘマタイト

ナノ粒子の溶解速度における粒径依存性はバンドギャップ

エネルギーの違いに起因しているのかも知れない。しかし，

Gilbert et al. (2009)による軟 X 線分光分析の結果，ヘマタ

イトは粒径 8 nm まではバンドギャップエネルギーに大き

な変化が現れないことが示されている。このことから，

Hem7 と Hem30 における ris の違いはバンドギャップエ

ネルギーの差に起因するものではなく，他の要因によるも

のと考えられる。

一般に，鉱物の溶解実験においては反応初期における溶

解速度が大きくなることが知られており，微粒子の混在や

鉱物表面の‘荒れ’が原因とされている(Rimstidt, 1997)。

本研究で使われた合成ヘマタイト試料は粒径が比較的揃っ

ているため，微粒子の混在よりも，粒子の表面構造や凝集

状態の影響で ris が rss の 3 倍以上になっている可能性が高

い。そこで，高分解能電子顕微鏡(high resolutiontrans-

mission electron microscope: HRTEM)を用いて溶解実験

に用いたヘマタイトナノ粒子の表面構造や局所構造を観察

した。まず，Hem30 の HRTEM 観察結果を Figure 5 に

示す。HRTEM 観察の結果，溶解反応前の Hem30 はそ

の最表面にナノスケールの複雑なステップ構造を持ってい

ることが判明した(Fig. 5b)。また，同じ試料の格子像で

は粒子の内部に格子欠陥が観察され(Fig. 5c)，これらの微

細構造が溶解反応の活性サイトとして働くことが示唆され

た。さらに，同じ試料をアスコルビン酸による溶解反応後

に HRTEM 観察した結果，粒子表面にステップ構造は観

察されず(Fig. 5e)，格子欠陥から優先的に溶解反応が進行

した痕跡が観察され(Fig. 5f)，これらの微細構造が大きな

ris の原因となっていることが示唆された。

一方，溶解反応前の Hem7 を HRTEM 観察した結
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Fig. 4. Dissolved Fe(II) production by ascorbic acid (0.5 mM) at

23.0 ± 0.5 oC and pH 3.35 ± 0.03 in the absence of light under

nitrogen (Echigo et al., 2012). Standard deviations were calculated

from dissolution experiments in triplicate and the resulting error

bars are smaller than the symbols. (a) Experimental results up to

300 min. Solid squares and diamonds represent dissolution of Hem

7 and Hem30, respectively, and dotted lines are linear regression

for calculation of steady state rates. (b) Experimental result for

Hem7 up to 30 min. (c) Experimental result for Hem30 up to 30

min. Dotted curves are the results of ˆtting with secondorder poly-

nomial for calculation of initial reaction rates.
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果，六角形に近い形態の板状ヘマタイト粒子が凝集した複

雑な構造を持っていることが分かった(Fig. 6a)。また，

格子像を観察した結果，Hem30 とは異なり，明確な欠陥

構造は観察されなかった(Fig. 6b)。Hem30 と同様に，同

じ試料をアスコルビン酸による溶解反応後に HRTEM 観

察した結果，結晶形態に大きな変化は観察されなかった

(Fig. 6c)。また，転移や欠陥から優先的に溶解反応が進行

した痕跡も観察されなかった(Fig. 6d)。このような溶解

反応は‘形態不変型溶解反応(shapepreserving dissolu-

tion: Cornell and Schwertmann, 2003)’と呼ばれ，反応初

期から定常状態に至るまで溶解速度に大きな変化が生じな

い反応と考えられている。しかし，前述の通り，Hem7

の ris は rss よりも 4 倍以上大きく，なおかつ Hem30 の ris

よりも有意に大きい。そこで著者らは，粒子そのものの性

質よりも凝集状態にその原因があると考え，動的光散乱法

(dynamic light scattering: DLS)や TEM を用いてヘマタイ

トナノ粒子の凝集状態の変化を観察した。

DLS で測定された Hem7 の凝集体の大きさは平均約

80 nm であり，溶解反応の初期から定常状態に至るまで大

きな変化はなかった。しかし，Hem7 および Hem30 の

溶解実験中に反応溶液を少量採取し，その懸濁液をグリッ

ドに滴下して TEM 観察した結果には大きな違いがあった。

Hem30 の凝集状態は溶解反応開始前(Fig. 3d)から反応開

始後 5 分(Fig. 3e)，反応開始後 5 時間経過(Fig. 3f)に至る

まで目立つ変化はなく，粒子のエッジや欠陥構造から溶解

反応が優先的に進行しているのが分かる(Figs. 3e and

3f)。一方，Hem7 の場合，溶解反応前の試料では直径

100 nm 前後の大きな凝集体と直径 10 nm 前後の小さな凝

集体あるいは単結晶が多数観察されたが(Fig. 3a)，反応

開始後 5 分でそれらの数は減少し(Fig. 3b)，反応開始後 5

時間が経過するとほとんど観察されなくなった(Fig. 3c)。

以上の観察結果から，Hem7 の大きな ris は，直径 100

nm 前後の大きな凝集体から孤立した小さな凝集体あるい

は単結晶から活発に溶出した Fe2＋ イオンによるものと推

察された。Hem7 の凝集体における粒子間隙は 10 nm 以

下と極めて小さく(Fig. 6)，このような微小空間では溶液

中の水分子やイオンの拡散係数が小さくなるため(Kerisit

and Liu, 2009)，凝集体の内部から溶出する Fe2＋ イオンは

比較的少なくなると考えられる。このように，粒径 10 nm

以下のヘマタイト粒子においては，凝集状態が溶解速度に

大きく影響することが判明した。なお，Hem30 において

は凝集体中の粒子間隙が Hem7 よりも非常に大きいため

(Fig. 5)，凝集体内部でイオンや水分子の拡散係数が小さ

くなる可能性は低い。そのため，Hem30 の反応性は粒子

の凝集・分散状態に依存することなく，結晶表面の微細構

造や欠陥構造による影響の方が大きくなるのであろう。ま

た，Hem30 の反応活性サイトであるこれらの表面ステッ

プ構造や粒子内部の欠陥構造がどのようにして形成された

かについては，高角度環状暗視野走査透過法(HAADF

STEM)トモグラフィ観察による詳細な研究(Echigo et al.,

2013)を参照されたい。
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Fig. 5. HRTEM images of Hem30

before and after ongrid dissolution ex-

periments with ascorbic acid (1.0 mM)

(Echigo et al., 2012). Note that dissolu-

tion experiments for TEM morphology

observations were conducted with nano-

particles immobilized on a TEM grid

substrate, as opposed to the batch solu-

tion experiments used to derive dissolu-

tion rates. (a) Hem30 aggregate before

dissolution, (b) crystal edge showing

nanoscale steps, (c) particle with internal

defect, (d) Hem30 aggregate after 5 h

dissolution, (e) smoothly rounded sur-

face due to dissolution, and (f) particle

showing preferential dissolution from

defect.

Fig. 6. HRTEM images of Hem7 before and after dissolution ex-

periments with ascorbic acid (1.0 mM) (Echigo et al., 2012). Note

that dissolution experiments for TEM morphology observations

were conducted with nanoparticles immobilized on a TEM grid sub-

strate, as opposed to the batch solution experiments used to derive

dissolution rates. (a) and (b) Hem7 before dissolution, and (c)

and (d) after 300 min dissolution.
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IV. お わ り に

本稿では，有機鉱物の結晶化学と生成過程，および，有

機分子とナノ鉱物の相互作用について著者が取り組んでき

た研究を中心に紹介した。前述の通り，有機鉱物の分類に

関しては，イオン性のものと分子性のものに分ける方法が

Echigo and Kimata (2010)以来踏襲されてきたが，近年発

見されたチャナバヤ石[chanabayaite, Cu2(N3C2H2)Cl

(NH3, Cl, H2O, □)4: Chukanov et al. (2015b)]は 1,2,4ト

リアゾールと銅が直接結合した有機金属化合物の鉱物であ

り，イオン性有機鉱物と分子性有機鉱物両方の性質を兼ね

備えている上に，炭素炭素結合も含まれていないため，

化学的に厳密な分類は容易ではない。このように，天然に

産する有機鉱物の多様性は予想以上に高く，我々が想定し

た枠組を容易に逸脱するため，現行の分類法を再検討する

必要がある。また，近年，有機鉱物や炭酸塩鉱物といった

炭素含有鉱物に関する研究が活発化しており，カーネギー

研究所の Robert Hazen 博士を中心とした‘Carbon Min-

eral Challenge’という，まだ見つかっていない炭素含有

鉱物を組織的に探索するプロジェクトが立ち上がっている

(https://mineralchallenge.net/)。Hazen et al. (2016)の試

算によると，地球上には 100 種類以上の未発見炭素含有鉱

物が存在し，有機酸鉱物や炭化水素鉱物などの有機鉱物が

その大部分を占めるという。さらに，地球の外に目を向け

ると，火星の表面にシュウ酸塩鉱物が多量に存在する可能

性が指摘され(Applin et al. 2015)，土星の衛星であるタイ

タンの表面では，アセチレン結晶からなる蒸発岩が存在す

る可能性が議論されている(Glein and Shock, 2013)。分析

技術の進歩や調査領域の拡大に伴い，これらの未発見有機

鉱物が発見されて有機鉱物の世界が広がっていくことは，

著者にとってこの上なく興味深い。また，有機分子とナノ

鉱物の相互作用については，本稿で紹介したような試験管

中で進行する反応を研究する例が一般的であるが，人工ナ

ノ粒子の天然環境下における相変化の追跡や(Kim et al.,

2010)，石炭燃焼物中に存在するナノスケール酸化チタン

結晶の相同定と毒性評価など(Yang et al., 2017)，地球惑

星科学の範囲に収まらない発展を遂げている。しかし，有

機分子の構造変化にヘマタイトなどのナノ鉱物がどの程度
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影響しているかはまだ明らかになっておらず，今後挑戦し

たい課題である。

最後に，本稿では詳しく紹介することはできなかった

が，著者は，三宅島産灰長石巨晶中からほぼ完全に Al/Si

が無秩序化した結晶を発見し，テクト珪酸塩鉱物で一般的

に成り立つアルミニウム排除則(Alavoidance rule: Loe-

wenstein, 1954)を破る結果を報告している(Echigo et al.,

2014)。この結果は鉱物結晶学的に重要なだけでなく，こ

れまで地殻下部(あるいはマグマだまり深部)でゆっくり成

長したと考えられていた灰長石巨晶が，非平衡環境下で急

速に成長したことを暗示しており，日本島弧のマグマ活動

に関する重要な知見を提供するものである。灰長石巨晶は

非常に古くから研究されている鉱物であるが，マグマだま

り，あるいは下部地殻のどこでどのように大きく成長した

のかいまだに分かっていない。今後，包有物の記載と観

察，微量元素および同位体組成分析などの手法を用いて，

日本列島に産する灰長石巨晶の成因を探っていきたいと考

えている。
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